
（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

58,300,189 20,315,830 3,467,400 3,005,003 31,511,956

第７号 ５月専決 1,358 1,358

a 補正後予算 58,301,547 20,315,830 3,467,400 3,005,003 31,513,314

b （令和元年度当初予算） 48,539,294

a-b 差引額 9,762,253

増減率 20.1%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 1,358 千円

【歳入予算】

① 財政調整基金繰入金　1,358千円

【歳出予算】

① 中小企業持続支援事業（7款1項2目）1,358千円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、市が独自に国の持続化給付

金申請サポート会場を設置し、運営を花巻商工会議所へ委託し実施

　受付期間　5月13日～29日（土日を除く）の13日間

　会場　定住交流センター

概要　完全予約制による事業者からの相談受付、提出書類の説明、電子申請の入力方法の支援

　　　　1コマ1時間で4組体制で実施（1日6コマ×4組＝24名）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の支援に係る歳入歳出予算の補正。

比較

令和２年度花巻市一般会計補正予算（第7号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２
年度

現計予算（第６号補正後）
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（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

58,301,547 20,315,830 3,467,400 3,005,003 31,513,314

第８号 ５月専決 10,245 10,245

a 補正後予算 58,311,792 20,315,830 3,467,400 3,005,003 31,523,559

b （令和元年度当初予算） 48,539,294

a-b 差引額 9,772,498

増減率 20.1%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 10,245 千円

【歳入予算】

① 財政調整基金繰入金　10,245千円

【歳出予算】

① 感染症予防緊急対策事業（4款1項3目）8,175千円

公共施設再開に向けた感染症予防対策経費（検温用カメラ設置、誘導看板作製業務）

感染症予防対策用品購入（非接触体温計20台、サーモグラフィカメラ用付帯物品）

非接触体温測定器購入（サーモグラフィカメラ5台、ユニット型体表面温度チェッカ1台）

② 中小企業持続支援事業（7款1項2目）860千円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、現在市が独自に実施して

いる国の持続化給付金申請サポートについて会場を変更し実施期間を延長

　延長受付期間　6月1日～26日（土日を除く）の15日間

　　※現行受付期間　5月13日～29日（土日を除く）　会場　なはんプラザ

　延長後の会場　花巻商工会議所

　概要　完全予約制による事業者からの相談受付、提出書類の説明、電子申請の入力方法の支援

　　　　　1コマ1時間で2組体制で実施（1日6コマ×2組＝12名）

③ 消防・救急救助充実強化事業（9款1項1目）1,210千円
救急車内消毒用オゾンガス式除染装置購入（中央消防署配備分）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の支援等に係る歳入歳出予算の補正。

比較

令和２年度花巻市一般会計補正予算（第8号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２
年度

現計予算（第７号補正後）
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（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

58,311,792 20,315,830 3,467,400 3,005,003 31,523,559

第９号 ６月 586,874 502,957 225,200 56,495 △ 197,778

a 補正後予算 58,898,666 20,818,787 3,692,600 3,061,498 31,325,781

b （令和元年度6月補正予算） 48,907,312

a-b 差引額 9,991,354

増減率 20.4%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正 586,874 千円

【歳入予算】

（１） 国庫支出金　439,992千円

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　382,813千円

交付限度額388,928千円、今回予算計上額382,813千円、差引額6,115千円

交付金充当額

①災害用物資備蓄事業 10,073千円

②障がい者地域生活支援事業 330千円

③勤労者福祉向上事業 517千円

④肥育経営安定緊急支援事業 16,750千円

⑤中小企業持続支援事業 111,000千円

⑥観光・物産事業者等緊急対策事業 21,400千円

160,070千円

【既定予算の財源振替分】

⑦感染症予防緊急対策事業 51,515千円 衛生用品（マスク等）、非接触体温測定器購入など

⑧雇用維持緊急対策事業 28,000千円 雇用調整助成金への上乗せ補助、無料相談会開催

（再掲）中小企業持続支援事業 52,218千円 中小企業家賃補助金、持続化給付金申請支援

⑨中小企業振興融資事業 8,000千円 中小企業振興資金利子補給（制度拡充）

⑩観光施設感染症予防対策事業 15,000千円 感染症拡大防止協力金（休業期間4月29日～5月6日）

（再掲） 54,500千円 市民を対象とした温泉施設利用に対する補助等

　観光・物産事業者等緊急対策事業 イベント中止に対する経費支援

⑪観光情報発信事業 12,300千円 観光協会への補助金（会費負担、ホームページ再構築）

⑫消防・救急救助充実強化事業 1,210千円 オゾンガス発生除染装置の更新

222,743千円

382,813千円

② 生活困窮者自立支援　2,430千円
新型コロナウイルス感染症の影響により支給対象が拡大された生活困窮者への住居確保給付金に対する負担金

③ 子ども・子育て支援　11,745千円のうち5,448千円
学童クラブ、地域子育て支援センター、病児保育室で使用する新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための備

品購入費に対する補助

④ 保育対策総合支援　18,472千円
保育園、認定こども園、地域型保育事業所で使用する新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための備品購入

費に対する補助

⑤ その他（新型コロナウイルス感染症関係以外）　30,829千円

令和２年度花巻市一般会計補正予算（第９号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

合計（Ａ＋Ｂ）

現計予算（第８号補正後）

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、ＰＣＲ検査の実施など国の補正予算への対応のほか、公共
施設の耐震改修事業等、予算措置を要する経費に係る歳入歳出予算の補正及び地方債の補正。

令和
２

年度

比較

9
号
補
正

小計A

事業の概要充当事業名

2
号
～

8
号
補
正

小計B

歳出予算の主な内容Ｐ2（1）新型コロナウイルス感染症対応臨
時交付金事業①～⑥のとおり
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（２） 県支出金　62,965千円

（３） 使用料及び手数料　15,845千円

（４） 寄附金　650千円

（５） 繰入金　△197,778千円

（６） 諸収入　40,000千円

（７） 市債　225,200千円

【歳出予算の主な内容】

　１　新型コロナウイルス感染症関係

　（１）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

① 災害用物資備蓄事業（2款1項15目）10,073千円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必要な避難所用消耗品（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄ、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ）の追加購入費

② 障がい者地域生活支援事業（3款1項3目）330千円

障がい福祉施設職員の感染防止のための布マスクを、市内障がい者就労継続支援事業所から購入

③ 勤労者福祉向上事業（5款1項2目）40,517千円

花巻市勤労者新型コロナウイルス感染症対応生活資金特別融資制度の創設

・花巻市勤労者新型コロナウイルス感染症対応生活資金特別融資制度の概要

　貸付限度額：500千円　利率：年1.00％（保証料不要）　償還期間：5年以内　担保：不要

　※岩手県労働者福祉協議会から上限5千円の利子補給あり

花巻市勤労者教育資金の利用者増加に伴う預託金の増額及び利子補給の創設

④ 肥育経営安定緊急支援事業（6款1項4目）16,750千円

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う枝肉価格の低迷に対応するための補助制度を創設

・花巻牛銘柄確立緊急対策事業補助金：市内で生産された黒毛和種の導入又は自家保留に対する支援

　 　1頭あたり50千円を補助（1経営体あたりの上限は20頭）

・肉用牛肥育経営安定緊急対策事業補助金：肥育経営安定特別対策事業の交付を受けた農家に対する支援

　　　　　標準販売額と標準肥育経費の差額の1割を補助

⑤ 中小企業持続支援事業（7款1項2目）111,000千円

新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内事業者に一刻も早い売上げの回復に

に資するため、ＱＲコード決済利用者へ決済金額の一部を還元することで、市内事業者の利用促進と市

内経済の活性化につなげる

　対象事業者：事業者（中小企業基本法第2条に該当するもの）

　実施時期：2カ月間（8～9月を想定）

　実施方法：花巻商工会議所へ委託

　還元率：20％（1回あたりの還元額上限：1,000円、期間中の還元額上限：20,000円）

⑥ 観光・物産事業者等緊急対策事業（7款1項3目）21,400千円

市が設置している観光施設休館に伴い影響を受けた周辺事業者に対し、事業継続を支援（1施設100千円）

大型連休期間中に市からの休業協力依頼に応じた温泉宿泊施設等と取引がある関連業者を支援（取引先1件

あたり30千円、1事業者あたりの上限200千円）

　（２）その他国の補正予算対応事業

① 児童福祉施設等感染拡大防止事業（3款2項1目）23,920千円

公立及び私立の保育園、認定こども園、学童クラブ等の児童福祉施設で使用する感染症防止用の備品購入費

② 生活困窮者支援事業（3款3項1目）3,240千円

新型コロナウイルス感染症の影響により支給対象が拡大された住居確保給付金の追加

③ 臨時診療所運営事業（4款1項1目）40,927千円

地域における新型コロナウイルス感染症の検査体制を強化するため、臨時診療所を設置しＰＣＲ検査を実施
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　２　その他の事業

① 放課後児童支援事業（3款2項1目）13,544千円

（仮称）若葉学童クラブ創設に係る実施設計、寄附金受入れに係る備品購入費

② 保育所保育環境充実事業（3款2項3目）42,279千円

公立保育園（湯口、太田、上瀬）の耐震改修工事費等

③ 勤労青少年ホーム改修事業（5款1項1目）9,380千円

勤労青少年ホームの耐震改修工事費等

④ 生産施設等整備事業（6款1項3目）20,563千円

農業者等の生産資材等導入に対する補助金（1団体：ワイン醸造所建築、醸造設備）

⑤ 農村施設維持事業（6款1項5目）42,847千円

自然休養村センターの耐震改修工事費等

⑥ 地域総合整備資金貸付事業（7款1項2目）6,000千円

道の駅はなまき西南食堂整備事業に対する貸付

⑦ 道の駅「石鳥谷」施設再編事業（7款1項3目）36,834千円

南部杜氏伝承館耐震工事、進入路改修業務等

⑧ 生活道路整備事業（8款2項3目）87,804千円

市道下二枚橋公園東8号線の拡幅、市道下二枚橋線の切替工事

第２　地方債の補正（追加・変更） 225,200 千円

　（１）追加

① 労働施設整備事業（勤労青少年ホーム耐震改修）　8,600千円

　（２）変更

① 集落整備事業（地域づくり交付金）　1,000千円

② 社会福祉施設整備事業（学童クラブ整備、保育園耐震改修）　51,000千円

③ 農村施設整備事業（自然休養村センター耐震改修）　40,200千円

④ 地域総合整備資金貸付事業（道の駅はなまき西南食堂整備）　6,000千円

⑤ 観光施設整備事業（道の駅「石鳥谷」施設再編）　35,000千円

⑥ 道路整備事業（２路線）　83,400千円
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（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

8,458,163 6,162,542 16,383 2,279,238

第１号 ６月補正 1,150 1,150

a 補正後予算 8,459,313 6,163,692 16,383 2,279,238

b （令和元年度6月現計） 8,221,751

a-b 差引額 237,562

増減率 2.9%

補正の内容

第１　歳入歳出予算の補正

【歳入】

　①県支出金（特別交付金） 1,150 千円

【歳出】

　①2款6項1目傷病手当金 1,150 千円

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための傷病手当金

　対象者：被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

　支給要件：労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができ

　ない期間

　支給額：直近の継続した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２/３×日数

　適用：令和2年1月1日～9月30日（ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで）

比較

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための傷病手当金に係る歳入歳出予算の補正。

令和２年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２
年度

当初予算

1



（補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より） （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

10,572,290 4,116,348 2,775,809 3,680,133

第１号 ６月補正 （歳入予算の組替え）

a 補正後予算 10,572,290 4,116,348 2,775,809 3,680,133

b （令和元年度6月現計） 10,629,299

a-b 差引額 △ 57,009

増減率 △ 0.5%

補正の内容

第１　歳入予算の補正（歳入予算の組替え）

【事業】

　①保険料（1款） △ 49,063 千円

消費税引上げに伴う低所得者の介護保険料軽減強化による減

　②繰入金（7款） 49,063 千円

保険料軽減財源の一般会計からの繰入

比較

　消費税引上げに伴う低所得者の介護保険料軽減強化に係る歳入予算の補正。

令和２年度花巻市介護保険特別会計補正予算（第１号）の概要

予　算　額
財　源　内　訳

令和
２

年度

当初予算
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